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九州北部 にお け る長距離移動性 イ ネウンカ類 の

予 察灯 誘殺数 の年次間変動 の解析
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Analysis of Yearly Fluctuations in the Occurrence of Migratory Rice Planthoppers, Nilaparvata 
lugens STAL and Sogatella furcifera HORVATH, Based on Light-Trap Data in Northern Kyushu. Tomo-
nari WATANABE, Kazushige SOGAWA and Yoshito SUZUKI (Kyushu National Agricultural Experiment 
Station, Nishigoshi, Kumamoto 861-11, Japan). Jpn. J. Appl. Entomol. Zool. 38: 7-15 (1994)

Yearly changes in the occurrence of long-distance migratory planthoppers were analyzed from 
light trap data recorded at Chikugo in Fukuoka Prefecture for 40 years from 1951 to 1990. The number 
of catches at the immigrant generation (G0) and three successive generations (G1, 2, 3) were identi-
fied on the basis of effective heat units required for completing one generation. Annual catches of 
N. lugens showed a downward trend throughout the 40-year period, but annual catches of S. furcifera 
increased from the mid 1970s. The variances of G0 and G1-3 in N. lugens were the largest in 1980s. 
The variance of G0 in S. furcifera was also the largest in the 1980s, but that of G1-3 decreased con-
sistently after the 1960s. Negative relationships were found between G0 and population growth 
rate (G1-3/G0) for both planthopper species. The rate of density-dependent reduction of the 

population growth rate in S. furcifera in the 1980s was greater than in the other decades. Population 
growth patterns from G0 to G3 were classified into three groups according to the 1st and 2nd com-
ponent scores of principal component analysis for both species. Groups I and II differed in the 
population growth rate of successive generations, although the immigrant density was similar. The 
causes of the difference were the initial date of immigration and the August temperature for N. lugens, 
and September precipitation for S. furcifera. Group III was characterized by a high G0 and low 

population growth rate.
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緒 言

トビイ ロウンカとセジロウンカはお もに梅雨期 に中国

大陸 か らわが国に飛来する長距離 移動性のイネ ウンカ類

である。イネ ウンカ類 の水 田での基本 的増殖パ ター ンは

久野(1968)に よ り明 らか に され た。 しか し近年,セ ジ

ロウンカでは飛来 の早期化,飛 来量 の増大(寒 川 ・渡 邊,

1989)と ともに,水 稲栽培時期や 移植形 態の変化による

と考 えられ る発生動態 の 変化 が報告 され ている(那 波,

1991)。 また トビイ ロウンカで も,飛 来 個 体 群 の密度-

翅 型反応の遺伝 的変異(IWANAGA et al., 1985)や 水稲抵

抗性 品種 に対 す るバ イオ タイ プの変化(SOGAWA, 1992),

あるいは水 田へ侵入後の発生動態の変化 が報告 されて い

る(野 田,1988;寒 川 ら,1988)。 イネ ウンカ類 の発生動

態 にお ける近年の変化の特徴 を抽出 し,そ の要因 につ い

て検討す るこ とは両種 の個体群管理技術 を構築す るため

に重要 である。 九州地域では久野(1968)の 研 究 以 降,

水 田内 の個体群動態 に関す る詳細 な調査 は行 われ てお ら

ず,イ ネウンカ類 の発生動態 の長期的変化 を解析す るた

めの資料は予察灯誘殺数以外 には少 ない。

60W白 熱電 球を用 いた 予察灯による 水稲害虫 の発生

消長調査は農林水産省の農作物有害動植物発生予察事業

の一環 と して行 われ てお り,場 所 によっては長期間 のデ

ー タの蓄積が ある
。 ツマ グロヨコバ イについては この予

察 灯誘殺数 を用 いて発 生動 態の地域性 や変動 要因の解 析

が 行 わ れ て い る(OTAKE, 1966; KIDOKORO, 1979; ITO 

and JOHRAKU, 1982;平 野,1988な ど)。予 察 灯 に よる

イネウンカ類 の発 生 消 長 データ の解析 例 としては,末
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永 ・中塚(1958)に よる発生 変動 パター ンの地域分類 や,

MIYASHITA (1963)に よる変動要 因の考察が挙げ られ る。

イネウンカ類 の場合,予 察 灯誘殺数 は近接の圃場密度 を

必ず しも正確 に反映 していない といわれてい る(持 田 ・

久野,1962;末 永 ・中塚,1958),が,少 な くとも予察灯

周辺 の水 田の年 次発生のよ うなマ クロな変動は推定可能

であ り,適 切 な解 析手段 を講 じるこ とによって多 くの情

報 を引き出すこ とができる と考え られ る。

寒川 ・渡邊(1989),寒 川(1989)は 福 岡県筑 後市にお

ける予察灯 によるイネ ウンカ類 誘殺数 を解析 し,次 の点

を 明 らかに した:1)初 誘殺 日は1970年 代前半 か ら トビ

イ ロウンカでは徐々に遅 くな り,セ ジロウンカでは逆 に

早 くな る傾 向 が あ る。2)飛 来侵入世代 の両 ウンカの誘

殺 数 比 は1954年 以降 セジ ロウンカに偏 ってお り,1980

年 以 降 そ の 傾 向 が顕 著 で あ る。3)セ ジ ロウンカでは

1970年 前後 か ら5～7月 の誘殺数 に くらべて8月 の誘殺

数が少な くな る傾向が 一 般 的 で あ る。4)両 ウンカとも

年次に よって 飛来時期(5～7月)の 誘殺数 に対 して,8

月 あるいは9月 の誘殺数 の方 が少 な くなる ことが ある。

松 村(1992)は 北陸農業試 験場内の 予察灯 デー タ によ

るセジロウンカの発 生 動 向 を解 析 し,1970年 代以降初

誘殺 日が早 くな り,1980年 代 に入 ってか ら誘 殺 数 が増

加傾向 にあるこ とを示 した。

筆者 らは予察灯誘殺資料 に有効 温量を考慮 した世代区

分 を行 い,発 生動態 の長期 変動解 析お よび発生パ ター ン

の分類 を行 い,そ れ に もとづいてイネ ウンカ類の発生動

態 の変化 の実態 とその要 因について検討 したので報告す

る。

本文 に入 るに先立 ち,解 析 に使 用 した予察灯誘殺資料

の蓄積 に従事 され た,九 州農 業試験場 旧虫害第3研 究室

および 情 報 処 理 研 究 室 の関係者諸氏 に感謝 の意 を表す

る。

調 査 場 所 お よ び 解 析 方 法

解析 には福岡県筑後市 にある九州農業試験場 における

日別誘殺数 を用いた。当場の予察灯 は場 内無防 除水 田近

くに設置 され,原 則 として毎年4月1日 か ら10月31日

まで 日毎の誘 殺 数 が 記 録 され ていた。今 回の解析 には

1951年 か ら1990年 までの40年 間 の デ ー タ を対象 とし

た。

イネ ウンカ類 の世代 を,梅 雨期 に海外 か ら飛来侵入 し

た世代(飛 来侵入世代)お よび その後 水 田 内で増殖 した

世代(増 殖世代)と 表 現 す るこ とに し,以 下 のよ うに区

分 した。九州農業試験場 およびその周辺の水 稲移植 時期

は6月 下 旬であ り,梅 雨期 は通常7月 下 旬までである。

そこで,6月21日 か ら7月20日 までの期 間内の 日別 誘

殺数 の明瞭な ピー クの開始 日を飛 来侵入世代 の開始 日と

し,そ の 日を基 準 に 有 効 温 量 に もとづいて世代 を分 け

た。 明瞭 な ピーク とは原則 として合 計誘殺数が10頭 以

上 の ピー クとしたが,上 記期 間内で この条件 を満たす ピ

ー クがない場合 には最初の ピー クを該当す る ピー クとし

た。 ウンカの卵か ら産卵可能成虫 になるまで に必要な有

効 温量Dは,久 野(1968)に もとづいて トビイ ロウンカ

では392日 度,セ ジロウンカでは345日 度 とし,発 育零

点は 両種 ともに12℃ とした。有効温量 の計算 には,九

州農業試験場内の気象観測露場で測定 され た 日平均気温

を用いた。各世代期間中の 日別誘殺数の合計値 をその世

代誘殺数 と した。世代 の数 え方は飛来侵入世代 を第0世

代,増 殖世代 を第1～3世 代 とし,各 世代の 誘殺数 をそ

れぞれG0, G1-3の よ うに表現 した。第3世 代は10月31

日まで に終了 しない年 があったが,そ の場合 は第3世 代

開始 日か ら10月31日 までの有効 温量 をD′,こ の期 間の

合計誘殺数 をG3′ とす る と,G3=G3′ ・D/D′ と補 正 した

値 を第3世 代誘殺数 とした。 また分散 安定化 のため(久

野,1968;巌,1971),解 析 に は各世代誘殺 数に1を 加

えた後,対 数変換 した値 を使用 した。

増殖世代誘殺数 の年 次変動 を説 明す る要因 として,各

世代 の誘殺数,飛 来侵入時期,お よび気象 条件 を取 り上

げて解析 を行 った。 まず各 世 代 の 誘殺 数(X)と 次世代

へ の増殖率(Y)の 回帰式 の 回 帰 係 数bと 寄与率 を計算

した。 また世代 ごとの誘殺数の対数値 を変数 として,発

生 パター ンの分類 を試みた。 このよ うな分類化の手法 と

して,通 常 主成 分 分 析 と クラスター分析が適用 され る

が,こ こでは分 類後,そ の構造 を数量的 に把握す る必要

か ら主成 分分 析 を採 用 した。気象要素 として月平均気

温,月 降水量 を取 り上げ たが,こ れ らの測定値 も九州農

業試験場内 における観測値 を使用 した。

結 果

1. 飛来 侵入世代 と増殖世代の誘殺数の年次変動

両 ウンカの飛 来 侵入 世 代 と増 殖 世代 の 誘殺 数 でG0, 

G1-3)の 年次変動 を5年 間の移動平均値 とあわせて示 し

た(Fig. 1上 図)。移動平均値 でみ ると,ト ビイ ロウンカ

の飛来 侵入世代は1955年 と1967年 に誘殺数の ピー クが

あ り,1970年 代 後 半 以 降 は低水 準で推移 した。増殖世

代で は飛来 侵入世代 のよ うな明瞭な ピー クと大 きな変動

はみ られず,1968年 お よび1975年 にゆ るやかな ピー ク

があ り,そ れ以 降なだ らかに減少 していた。 一方,セ ジ
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Fig. 1. Yearly fluctuations in observed (dashed line) and 5-year moving average numbers (solid line) 
captured in light trap (upper), and variance of difference between observed and 5-year moving 
average for period of 5 years (lower) at Chikugo, Fukuoka Prefecture. BPH: Nilaparvata lugens, 

WBPH: Sogatella furcifera. G0: immigrant generation (thin line), G1-3: successive generations 

(thick line).

ロウカンの飛来侵入世代は1957年 お よび1967年 に トビ

イ ロウンカと同様な ピー クが み られ た が,そ の後1970

年代中 ごろか ら徐々 に増加す る傾 向があった。増殖世代

は1956年 か ら1970年 代 中ごろまで減少 し続 けたが,そ

の後飛来侵入世代 とともに増加 に転 じた。

対数変換値の分散 あるいは標準偏差は平均値 の影響 が

除かれてい るので,変 動 係 数(C.V.)と 同様 に変動 をみ

る 合 理 的 な指 数 として使 える(久 野,1968)。 ただ し,

値 があ る期 間の中 で つ ね に増加(あ るいは減少)す る傾

向がある場合 は,年 次変動の検討に際 してその傾向変動

を取 り除 く必要があ る。 そ こで対数変換 した各年次の値

(A)か らそれぞれ の年 に対応す る移動 平均値(B)を 差 し

引いた値(A-B)を 求 め,こ の値 を用 いて 当該年度お よ

びその前後2か 年 間 の 合 計5年 間の分散値 を計算 した

(Fig. 1下 図)。 トビ イ ロ ウ ン カ のG0, G1-3の 分散値 は

1970年 代 までは0.2前 後 で推移 し,そ の後1980年 代 に

なる とG0で は1以 上,G1-3も 約0.5に 急 増 した。 セ

ジ ロウンカのG0の 分散 は1960年 代 に0.1～0.3程 度 で

あったが,1970年 代 には0.1程 度に 減少 し,1980年 代

に再 び約0.3ま で増 加 した。 セジ ロウンカのG1-3の 分

散 は トビイ ロウンカのそれ よ り低 く推移 し,1950, 60年

代 にはG0の 分散 と逆 の変動傾 向を示 したが,年 代 とと

もに徐々 に減少す る傾 向 が あ り,1980年 代 になって も

増加す る傾 向はみ られ なかった。

2. 世代 間増加率の変化

飛来侵入世代 誘殺数(G0)と 増殖世代誘殺数(G1-3)へ

の増殖率(G1-3/G3)と の間の 回帰係数 は,両 ウンカ とも

0よ り有意(p<0.01)に 小 さく,寄 与率の値 か ら増殖 世

代 の変動 の約50%は 飛来 侵入量で説 明 される ことが示

された(Fig. 2, Table 1)。また両 ウンカとも各年代 ごと

の値 のば らつきには偏 りがあ った。すなわち,ト ビイ ロ

ウンカで は1980年 代 の値 のほ とん どは 回帰 直 線 よ り下

に位置 してお り,他 の年代 に くらべる と増殖率が低 い傾

向があった。 これ に対 し,セ ジ ロウンカの場合 には1950

年代は 回 帰 直 線 の上側,1960年 代はほぼ直線上,1970

年代は ほ とんどの年 次が直線 の下 側 に位 置 し,1980年

代 は再び 回帰直線 上に多 くの年 が位 置 した(Fig. 2)。

Table 1に 全期間お よび10年 ご とに区切 った場合 の,

各世代 の誘殺数 と次世代へ の増殖率 の回帰係数(b)お よ

び寄与 率を示 した。 トビイロウンカではG1とG2/G1と

の間にすべての期 間で傾 きが0よ り有意 に小 さくな り,

Fig. 2で 示 され た増殖率 の密度依存的 な減少 はほ とん ど

がG1か らG2へ の 増殖過程 に帰結 する と考 え られ た。

セジ ロウンカではG2とG3/G2の 間 に0か ら有 意 に小 さ
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Fig. 2. Relationship between log number of immigrants (G0) and population growth rate (G1-3/G0). •œ

: 1950s, ƒ¢: 1960s, •£: 1970s, •›: 1980s. The regression lines in the figure were calculated from 

40 years of data.

Table 1. Relationship between log number of planthoppers caught with light trap and population growth rate 

to next generation

a G0: immigrant generation , G1, G2, G3: first, second, third generation.
b Regression coefficient.

c Significantly different from b=0. **: p<0.01 *: p<0.05.

いbが 多 く現 れ た。1971～1980年 ではG0とG1/G0の

間でbが0か ら有 意 に小 さく,増 殖率の密度依存性 が

飛来侵入世代 か らす でに現 れていた。これ とは対照的 に,

1971～1980年 では有 意な関係が どの 世 代 間 に も検出で

きなかった。 こ の原 因 の ひ とつ として,1971～1980年

は誘殺数 の変動 幅が他 の期 間に くらべて小 さか った こと

が考 えられた。

3. 発生パ ター ンの分類

主成分分析 の 結果得 られ た第1～3主 成分の固有値,

寄 与率,お よび各 変数 の固有 ベ ク トルをTable 2に 示 し

た。 これ による と第2主 成分 までの累積寄与率が トビイ

ロウンカでは85%,セ ジ ロウンカで は77%と な り,4

世代 の発生変動 の約80%の 情報 を2次 元に集 約で きた。

第1主 成分 を構成 する固有 ベ ク トル値 は,す べての変
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Table 2. Eigenvectors and eigenvalues oflight trap data 

in principal component analysis
数(と くにG0～G2)で 正の値 をとった。つま り第1主 成

分値 は誘殺 数 と正の相関が あ るの で,「 発生量の多少」

に関わ る因子 と考 えられた。第2主 成分 の固有ベ ク トル

値 はG0, G1で 負,G2, G3で 正 の値 となった。つ ま り第

0, 1世 代 の誘殺数 と第2, 3世 代 の誘 殺 数 との差 が大 き

い ほど値が大 きくな るので,第2主 成分は と くに 「第0, 

1世 代か ら第2, 3世 代へ の増殖率 の大 きさ」 を示 す 因

子 と考 え られ た。

それぞれ のウンカの第1, 2主 成 分 値 を平面上 にプ ロ

ットし,各 年次 のスコアの分布状況(Fig. 3)か ら第1, 2

象限 に分布す る年次 を群I,第3象 限を群II,第4象 限

を群IIIと 大 き く三 つの群 に分類 した。 それ ぞれ の群 は

次の よ うに特徴 づけ られ た。群I:第2主 成分 が正 の値

となる。つ ま り,後 半 の世代 で増殖率 が高 くなる年次。

群II:第1, 2主 成 分 が どち らも負 の値 を とり全世代 を

通 じて 発生量 が少 ない年 次。群III:第1主 成分 が正 で

第2主 成分 が負,つ ま り前半 の発生量 は多 いが増殖率 が

低 い年次。

Fig. 3. Scatter diagram for component scores over 1st and 2nd principal components. Numbers 

indicate years.

Fig. 4. Comparison of population growth patterns between three groups I, II, and III categorized on 

1st and 2nd principal components of PCA (Fig. 3). Different letters indicate significant differences 

between groups by SCHEFFE's method (p<0.05).
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各群 にお ける世代別誘殺数の平均値 か らも群 ご との世

代間変動パ ター ンの違いが 明瞭 に示 され た(Fig. 4)。 ト

ビイ ロウンカの 場合,群IIIのG0は 他 の2群 に くらべ

て真数 で約10倍 と有意 に大 き くなったが,G1～G3へ の

増殖率は小 さくな った。群Iと 群IIと の間 で はG0, G1

の差はみ られないが,G1か らG2, G3へ の増殖率が大 き

く異な った。 セジロウンカで は群IとIIの 間にG0の 差

はみ られないが,そ の後群Iで は誘殺数 が増加 したのに

対 して,群IIで は ほとん ど変化 しなかった。 また群III

は群I, IIに く らべ てG0が 有意 に大 きいが,世 代 を追

うごとに誘殺 数が減少す る傾向が あった。

世代 間増殖率でみ られた年代 ご との特徴 は主成分分析

の 結果 か らも明 らか となった(Fig. 3)。 トビイ ロウンカ

では1980年 代の うち7年 は第2主 成 分 が負 とな り後半

の増 殖 率 が上 が らなか った。 また,1980年 代 の主成分

値 は飛び離 れた位置や群内で も分布 の周辺部 に位 置す る

こ とが多 く,Fig. 1で 示 された年次変動 の大 き さがこの

図か らも読 み取 れ た。 セジロウンカでは1950年 代 はす

べて第2主 成分が正で増殖率 が高 い傾 向が伺 えた。1970

年代 は1971年 を除 いて群IIに 集 まってお り,飛 来侵入

世 代 の誘 殺 数 が少 な く増殖率 も上が らなか ったこ とが

Fig. 3か らも読み取れた。

4. 群間の気象要素お よび飛来時期の違い

群IIIの よ うに飛来 侵入世代 の誘殺数が非常 に多い場

合 は,そ の後 の 増殖率 が低い ことが,回 帰分析(Fig. 2)

や主成分 分析か ら明 らかに なった。 しか し主成分分析で

分 け られ た群I,群IIの よ うに,飛 来侵入世代お よび第

1世 代 の誘殺数に違 いがみ られないのに,そ の後の増殖

率が異な る場合は,飛 来侵入量以外の要因 も大 き く関与

してい ることが考 えられ る。そ こで 飛来開始 日(6月21

日か らの偏差),7～10月 の 月 平 均 気 温 および 月降水量

について,KRUSKAL-WALLISの 検定法 を適用 して群間 の

有 意差を検出 した(Table 3)。

飛来開始 日をみ ると,ト ビイ ロウンカで群間の有意差

(p<0.05)が 認め られ,群IIに くらべて群Iは 飛来開始

日が6日 ほど早か った。 セジロウンカで は飛来開始 日に

群間の有意差は認 められ なか った。

トビイ ロウンカでは増殖世代の増殖率が高い群Iは 群

IIに くらべ て気温 が高 く,と くに8月 には群間 に有意差

(p<0.05)が 認 め られ た。つ ま り飛来侵入量 が同程度 の

場合 には,夏 の気温が高い ほ うが増殖世代 の増殖率 が高

くな る傾向が示 された。 しか し,降 水量 については群 間

に有意差はなか った。

セジロウンカでは気温 に群間の有意差 はなかった。九

州農業試験場 にお ける梅雨期 の降水量 は6月 中旬か ら多

くな り,6月 第6半 旬お よび7月 第1半 旬に ピー クを も

つ分 布 を示すが,ウ ンカ類の誘殺数 もこれ と同 じ時期 に

ピー クを示す ことが知 られ ている(寒川 ・渡邊,1989)。7

Table 3. Initial immigration dates and meteorological factors in year groups I, II, III (Fig. 3)

a KRUSCAL-WALLIS test .
b Differences in days from 21 June .
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月 の降水量 は 群IIIの 値 が群I, IIに くらべて 有意 に多

かったが,こ れ は降水量 が多い年 に飛来量 が多 くなる傾

向があるこ とを示す もの と考 え られ た。9月 の降水量 に

有意差 が検 出され,降 水量 が少 ない年 のほ うがセジ ロウ

ンカの増殖率 が低 くなる傾 向がみ られ た。

考 察

わ が国 にお ける トビイ ロウンカ とセジ ロウンカの発生

変動を説明す る要因は,梅 雨期 にお ける海外 か らの飛来

侵入量 と,水 田へ定着後の増殖率 の二つ に大 き く分 ける

ことがで きる。飛来侵入量の変動 には飛来源で の発生動

態 や飛来のための気象条件が大 き く影響す る。寒川 ・渡

邊(1989)は1970年 代前半か らイネ ウンカ類の飛来時期

がセジ ロウンカでは早 くな り,ト ビイ ロウンカでは遅 く

なる傾 向がある ことを報 告 してい る。 さらに今回の解析

か らも1970年 代後半か ら飛来侵入量は セジロウンカで

増加,ト ビイ ロウンカではやや 減少 す る傾 向 が み られ

た。胡 ら(1992)は 中 国 大 陸 にお けるセジロウンカの多

発生 を報告 し,そ の要 因 として 春期 の国外(と くにイ ン

ドシナ半島)か らの 侵入量 の増加,セ ジ ロウンカに感 受

性のハイブ リッ ド品種上で の増殖率 の上 昇,施 肥量 と栽

植 密 度 の 増 加 をあ げ て い る。 また1980年 以後 の 中国

ではハイブ リッ ドライ スの 回 復 系 と して,ト ビイ ロウ

ンカ抵抗性遺伝子を もった 品種 を利用 してい る(胡 ら,

1992)。 わが国 にお けるセジロウンカの飛 来 侵 入 量 の増

加,飛 来時期 の早期 化,ト ビイ ロウンカの飛来侵入量の

減 少傾向および両種 の飛来侵入量の年次変動の増大は,

このよ うな中国大陸における発生パ ター ンの変化 との関

連 を示 してい ると考 えられ る。

両 ウンカ とも,飛 来 侵入世代 誘殺数の増加 とともに増

殖 率が減 少する傾 向がみ られた(Fig. 2)。 さらに主成分

分析 の 結 果 か ら,群Iと 群IIの よ うに飛来 侵入世代 の

誘殺数 が同程度 で も,そ の後 の増殖傾 向が大 き く異 なる

年が あることも明 らかにな った(Fig. 4)。 また トビイ ロ

ウンカでは 飛来侵入世代(G0)の 年 次変動 の増大 に依存

して増殖世代(G1-3)の 年 次 変 動 も増大 したが,セ ジ ロ

ウンカで は飛来侵入世代 と増殖世代 の年 次変動 には並行

現象はみ られず,増 殖世代 の変動 は年次 が進 むにつれ て

一貫 して 減少す る傾 向がみ られ た(Fig . 1)。 これ らの結

果は,飛 来侵入世代誘殺数以外 にも,イ ネウンカ類 の飛

来侵入 後の増殖の変動 に関与す る要因が存在す ることを

示唆 してい る。以 下にその要因について検討す る。

イネ ウンカ類 の大発生 と気象要因の関係については古

くか ら検討 されてお り(野村,1947な ど),高 温 寡 雨が

大発生 の要 因のひ とつ とされ ている。 今回の解 析か らも

トビイ ロウンカでは群Iお よび群IIの よ うに 飛 来 侵 入

量が同程度 の場合,増 殖世代の増殖率が高 い群Iの ほ う

が夏の気温 が高 くなる傾 向が示 されたが,降 水 量につい

ては群 間に有 意差はなか った。 トビイ ロウンカの群I, 

II間 には飛来 開始時期 に も有意差 がみ られ,群Iの ほ う

が飛来開始 日が6日 ほど早か った。KISIMOTO (1977)は

トビイ ロウンカの増 殖率が水 稲の生育時期 によ り変化す

るこ とを示 した。す なわち増殖率 は移 植 直 後 か ら上 昇

し,移 植後30～50日 の水稲 で一定 とな り,出 穂2週 間

前 ごろか ら再び 低 下 した。 本 報 告 の結 果 をKISIMOTO 

(1977)の 報告 と併せ てみ る と,群IIで は群Iに くらべ

て飛来 開始 日が遅 く夏 の気温 が低 いため,第I世 代お よ

び第2世 代 の発生時期 が遅 くな り増殖率 が低下す るこ と

が予想 され る。 そのため両群 にお ける第2, 3世 代 の密度

の違 いがあ らわれ たのでは ないか と考 えられ た。

水稲の生育時期 とセジロウンカの飛来侵入量や増殖率

との 関係は,飯 富(1987),野 田(1987),那 波(1991),

松村(1992)で 調 べ られ てお り,晩 植 の 稲ほ ど飛来侵入

量が多 く,増 殖率が高い ことが報告 されてい る。予察灯

誘殺 数を利用 した今回の解 析では,飛 来侵入開始 日あ る

いは気 象条件 と増殖率 との関係 を明 らかでなか った。

IWANAGA et al. (1985, 1987)は 東アジア各 地およびわ

が国 に飛来 侵入 した トビイ ロウンカに,密 度-翅 型反応

が大 き く異 なる個体群 が存在す るこ とを報告 している。

飛来侵入個体群の密度-翅 型反応 の違 いは,水 田内での

増殖の核 となる短翅型雌 の発生割合 を変化 させ,個 体群

の増殖パ ター ンの 変 化 を もた らす 要因にな ると思われ

る。本報告 にお ける解析では トビイ ロウンカの増殖率の

密度依存的 な減少は,ど の年代で も第1世 代か ら第2世

代 にかけてみ られ た。 トビイ ロウンカの第1世 代 では通

常 雌成 虫のほ とん どが水 田 内 で短 翅 型 に な る(久 野,

1968)が,第1世 代の 予察 灯誘殺数 の値 が大きい場合 に

は,こ の世代 においてす でに長翅型雌成 虫が高 い割合 で

発生 し,短 翅型成 虫の相対的 な減少 が増殖率 の低下 をも

た らして いる可能性 が示 された。 また,1980年 代 に トビ

イロ ウンカの増殖率 が低下 していること(Fig. 3)や,セ

ジロウンカの増殖率の 密 度 依 存 的 低 下 が強 まってい る

(Table 1)原 因のひ とつ として,個 体 群 の長翅型発現性

が近年高 まってい る可能性が考 えられ る。

イネ ウンカ類の発生動態に影響を与 えるその他の要因

として,予 察灯周 辺に作 付 される水 稲品種 の変化 の影響

が考 えられ る。福岡県におけ る作 付品種 の変遷を毎年発

行 され る九州農業試 験場試 験研 究成績 ・概 要集(農 産 ・
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水稲)を 参考に要約 す ると以下の とお りで ある。1963年

までは晩 生穂重型品種で ある農林18号 が作付面積 で首

位を占めていたが,1960年 初代 め に育 成 され た中生短

稈穂数型品種ホ ウヨクが1964年 か ら作付首位 となった。

その後1969年 に 登 録 され た レイホウが急速 に作付面積

を伸 ば し,1970年 代前半 には50%以 上 を占めた。1978

年 か らは多収性 品種 としてニ シホマ レが導入 され,1980

年代 中 ごろには40%以 上 の作付 面積 となった。1980年

代後半 には複数 の良食 味品種 の導入 が盛ん とな り,1990

年 には ヒノヒカ リ,日 本 晴,ミ ネ アサ ヒなどが作付面積

の上位 を占めた。増 殖世代 の変動傾向を品種の変遷 と重

ね てみる と,ト ビイ ロウンカでは一定の傾向はみ られな

かったが,セ ジ ロウンカでは穂数 型品種 が優 占 した1960

年代以降 に増 殖世代 の発 生の年 次変動が一貫 して減少 し

てお り(Fig. 1),さ らに レイホ ウが優 占 した1970年 代

は他 の年代 に く らべ て増 殖 率 が低 い傾 向 が み られ た

(Fig. 2)。松村(1992)は,新 潟県の同 じ地域 にお いて,

セジ ロウンカによる被害 の著 しい品種 間差異を報告 して

いる。 イネ ウンカ類 の個体群動 態に及 ぼす水 稲品種の影

響 は,吸 汁 阻害 な どの明 らかな抵抗性 を指 標に され るこ

とが多いが,上 記 のよ うに感 受性 品種 あるいは同一品種

上 で も発生動態 の変化 はみ られ る。水 稲の移 植時期,生

育段 階 とイネ ウンカ類 の飛来定着率,増 殖率な どの関係

については さらに検討 する必 要があ る。

以 上のよ うに,予 察灯誘殺数にい くつか の分析手法 を

適用 する ことによ り,イ ネ ウンカ類の発生パ ター ンが大

き く3群 に分 け られた と同時に,種 別お よび年代 ご との

変動 の特 徴 が 抽出 され た。1980年 代 は両 ウンカ とも飛

来侵入量 の年 次変動 が大 きくな るとともに,セ ジロウン

カでは飛 来侵入量が増加 し,ト ビイロウンカで は増殖世

代 の年 次変動が増加 した。 これ らの状況 はイネ ウンカ類

の発 生変動の予測が,い っそ う重要 になってきているこ

とを示 してい る。 発生動 態の変化 をさらに検討す るため

には,日 本 各地にお ける予察灯デー タの解析や,水 田内

における個体 数変動解析が必要で あろ う。

摘 要

長距離移動性 イネ ウンカ類(ト ビイ ロウンカ,セ ジ ロ

ウンカ)の 発生動態の 年次変化 の実態 を明 らかに し,そ

の原 因について 考察するため,九 州農業試験場(福 岡県

筑後 市)に おける1951～1990年 の予 察 灯 の 日別誘殺数

データを解析 した。

1) 飛来侵入世代お よび増殖世代の誘殺数 は,ト ビイ

ロウンカでは変動 しつつ減 少する傾向が あ り,セ ジロウ

ンカでは1970年 代 中 ごろか ら一貫 して増加 する傾 向が

あった。1980年 代 の トビイ ロウンカの飛 来 侵入 世 代,

増殖世代 および セジ ロウンカの飛来侵入世代 の年次間変

動 幅(分 散値)は 他 の年代 に くらべて増加 した。 セジ ロ

ウンカの 増殖世代の 年次間変動 は1960年 代 か ら一貫 し

て減少す る傾 向があった。

2) 回帰分析 の結果 か ら,両 ウンカ とも飛 来侵入世代

の増加 に対 して増殖 率の低 下が認 め られ た。 セジ ロウン

カでは1980年 代 の 回帰係数 の絶対値 は他 の年代 よ り大

き く,増 殖率 の密度依存 的低 下が もっとも強かった。 ト

ビイ ロウンカでは 他 の年代 に くらべ1980年 代 の増殖 率

が低 い傾 向にあった。

3) 各世代 の誘殺数 の対数値 を用 いた主成分分析 の結

果 か ら,両 ウンカとも発生パ ター ンを3群 に分 けるこ と

が で きた。群I, IIは 飛来 侵入世代誘殺 数は同程度 だが

後半 の世代 の増殖率 が大 き く異 なった。 その要 因 として

トビイロウンカでは 飛 来 開 始 時 期 の早期 と8月 の気温

が,セ ジ ロウンカで は9月 の降水量 が影響す るこ とが示

され た。群IIIはG0は 非常 に多 いが,そ の後 の増殖率

が上が らないパ ター ンを示 した。1980年 代 の 主成 分 特

性値は非常 に極端 な値 を示す こ とが多 かった。
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